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LM3481
スイッチング・レギュレータ用高効率ローサイド N チャネル FET コントローラ
LM3481

■ 幅広い電源電圧範囲 (2.97V 〜 48V)
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LM3481 はスイッチング・レギュレータ用のローサイド N チャネル
FET 高性能コントローラです。さまざまな用途に活用できる IC で
あり、昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド FET の必要な
回路に適しています。きわめて高いスイッチング周波数で動作で
きるので、全体の実装面積を減らせます。 LM3481 のスイッチン
グ周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するかまたは外部クロック
と同期させることで、100kHz から 1MHz までの任意の値に設定
できます。電流モード制御を用いているため、サイクルごとに電流
制限が掛けられ、また帯域幅と過渡応答にすぐれた性能を発揮
します。 電流制限は 1 個の外付け抵抗で設定できます。
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主な仕様
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概要

■ 100kHz 〜 1MHz の範囲で設定および外部同期が可能なク
ロック周波数
■ 内部基準電圧の精度は全温度範囲で± 1.5％
■ シャットダウン時の消費電流は全温度範囲で 10μA

特長
■ 10ピン MSOP パッケージ

■ 1A のピーク電流を流せるプッシュプル・ドライバを内蔵

LM3481 は、熱暴走保護 ( サーマル・シャットダウン )、短絡保
護、オーバーボルテージ保護など種々の保護機能を内蔵していま
す。節電用のシャットダウン・モードを使用すると、全体の消費電
流が 5μA に減り、電源シーケンスもできるようになります。内蔵の
ソフトスタート回路により、電源投入時の突入電流が抑えられてい
ます。

■ 電流制限とサーマル・シャットダウン
■ コンデンサ 1 個と抵抗 1 個で最適化される周波数補償
■ ソフトスタート回路を内蔵
■ 電流モード動作
■ ヒステリシス特性を持った可変アンダーボルテージ検出回路
( アンダーボルテージ・ロックアウト)
■ 軽負荷時のパルス・スキップ・モード

アプリケーション
■ 分散型の電源装置
■ ノートPC、PDA、デジタル・カメラなどの携帯型機器
■ オフライン電源
■ セットトップ・ボックス

代表的なアプリケーション回路

Typical SEPIC Converter
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LM3481

ピン配置図

10-Lead Mini SOIC Package (MSOP-10 Package)

パッケージのマーキングおよび製品情報

ピン説明
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ピン名

ピン番号

説明

ISEN

1

電流検出用入力ピン。 電流検出用の 1 個の外付け抵抗の両端に生
じた電圧をこのピンに入力します。

UVLO

2

アンダーボルテージ・ロックアウト・ピン。 VIN からグラウンドへの抵抗分
圧が UVLO ピンに接続されます。この抵抗の比により、スイッチングを
可能にする入力電圧とスイッチングをディスエーブル状態にするヒステリ
シスが決まります。

COMP

3

位相補償ピン。 抵抗とコンデンサを組み合わせたものをこのピンに接続
すると、制御ループに対する補償になります。

FB

4

フィードバック・ピン。 エラー・アンプの反転入力。

AGND

5

アナログ・グラウンド・ピン。 内部バイアス回路の基準。 PGND に 1 点
接続します。

FA/SYNC/SD

6

周波数設定 / 外部同期 / シャットダウン・ピン。このピンとグラウンド間
に接続した抵抗値により発振器の周波数が決まります。このピンに外
部クロック信号が与えられると、コントローラはクロックの周波数と同期し
て動作します。このピンにハイ・レベルの電圧が 30μs 以上印加される
と、デバイスはシャットダウン状態になります。シャットダウン時の消費電
流は通常 5μA です。

PGND

7

電源グラウンド・ピン。 外部パワー回路の基準。 AGND に 1 点接続
します。

DR

8

駆動電圧出力ピン。 外部 MOSFET のゲートをこのピンに接続します。

VCC

9

ドライバ電源電圧ピン。 通常、VCC ピンとグラウンドとの間にはコンデン
サを接続します。

VIN

10

電源入力ピン。
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(Note 1)

保存温度範囲

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

VIN ピン電圧

− 0.4V 〜 50V

FB ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

FA/SYNC/SD ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

COMP ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

UVLO ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

VCC ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

DR ピン電圧

− 0.4V 〜 6V

ISEN ピン電圧
ドライバ出力電流のピーク値
電力損失

＋ 150 ℃

接合部温度
ESD 耐圧
人体モデル (Note 2)
リード温度
MM パッケージ
ベーパ・フェーズ (60 秒 )
赤外線 (15 秒 )

動作定格

接合部温度範囲

1.0A

2kV

215 ℃
220 ℃

(Note 1)

電源電圧

− 0.4V 〜 600mV

− 65 ℃〜＋ 150 ℃

スイッチング周波数範囲

2.97V 〜 48V
− 40 ℃〜＋ 125 ℃
100kHz 〜 1MHz

内部制限

電気的特性
「 Conditions」の欄に特記のない限り、VIN ＝ 12V、RFA ＝ 40kΩです。 太字ではない Typ ( 代表値 )、Max ( 最大値 )、Min ( 最
小値 ) は TJ ＝ 25 ℃に対して適用されます。 太字の Min/Max 値は、全動作温度範囲 ( − 40 ℃〜 125 ℃ ) に適用されます。データ
シート記載の Min/Max 各リミット値は、設計、試験、または統計的解析によって保証されています。 (Note 3、4)
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LM3481

絶対最大定格

LM3481

電気的特性 ( つづき)
「 Conditions」の欄に特記のない限り、VIN ＝ 12V、RFA ＝ 40kΩです。 太字ではない Typ ( 代表値 )、Max ( 最大値 )、Min ( 最
小値 ) は TJ ＝ 25 ℃に対して適用されます。 太字の Min/Max 値は、全動作温度範囲 ( − 40 ℃〜 125 ℃ ) に適用されます。データ
シート記載の Min/Max 各リミット値は、設計、試験、または統計的解析によって保証されています。 (Note 3、4)
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「絶対最大定格」とは、デバイスに破壊を生じさせる可能性がある上限または下限値をいいます。「動作定格」とは、デバイスが正しく機能する条件を
示しますが、特定の性能限界を保証するものでありません。保証する規格、試験条件については「電気的特性」を参照ください。仕様の保証は、表
記のテスト条件にのみ適用されます。

Note 2:
Note 3:

人体モデルでは、100pF のコンデンサから直列抵抗 1.5kΩを介して各ピンに放電させます。
標準字体で示したリミット値はすべて、室温で保証されます。 太字で示したリミット値はすべて、動作温度範囲の最低値および最高値で保証されます。
室温でのリミット値は全数テストされます。全動作温度範囲におけるリミット値は、統計品質管理 (SQC) の標準的な手法を用いて導いた、相関関係によ
り保証されます。 平均出荷品質レベル (AOQL) の計算にはすべてのリミット値が使用されています。

Note 4:

標準値は、25 ℃での値であり、一般的な値です。

Note 5:

レギュレータをオフにするときは、抵抗を介して FA/SYNC/SD ピンを VIN につってください。レギュレータをオフに保つときは、「Output ＝ High」のリミット
値よりも高い電圧を FA/SYNC/SDピンに 30μs より長く印加してください。レギュレータをオンに保つときは、「Output ＝ Low」のリミット値よりも低い電圧を
FA/SYNC/SDピンに印加してください。

Note 6:

駆動ピン VDR の電圧は、入力電圧が 6V 未満のときは入力電圧に等しくなります。 入力電圧が 6V 以上のときの VDR は 6V です。

Note 7:

オーバーボルテージ保護に関する値は帰還電圧を基準に規定されています。オーバーボルテージ保護回路は帰還電圧を監視しているからです。オーバー

Note 8:

このテストは、40kΩ 抵抗を介して FA/SYNC/SDピンをグラウンド電位に落とした状態で実施しました。

Note 9:

このテストは、40kΩ 抵抗を介して FA/SYNC/SDピンを 3V につった状態で実施しました。

ボルテージ保護回路のスレッショルドは、オーバーボルテージ保護に関する仕様値に帰還電圧 (VFB) を加えた値です。

代表的な性能特性
特記のない限り、VIN ＝ 12V、TJ ＝ 25 ℃です。

Comp Pin Voltage vs. Load Current

Switching Frequency vs. RFA

Efficiency vs. Load Current (3.3VIN and 12VOUT)

Efficiency vs. Load Current (5VIN and 12VOUT)
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LM3481

Note 1:

LM3481

代表的な性能特性 ( つづき)
特記のない限り、VIN ＝ 12V、TJ ＝ 25 ℃です。

Efficiency vs. Load Current (9VIN and 12VOUT)

Frequency vs. Temperature

COMP Pin Source Current vs. Temperature

ISupply vs. Input Voltage (Non-Switching)

ISupply vs. Input Voltage (Switching)

Shutdown Threshold Hysteresis vs. Temperature
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特記のない限り、VIN ＝ 12V、TJ ＝ 25 ℃です。

Drive Voltage vs. Input Voltage

Short Circuit Protection vs. VIN

Current Sense Threshold vs. Input Voltage

Compensation Ramp Amplitude vs. Input Voltage

Minimum On-Time vs. Temperature
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代表的な性能特性 ( つづき)

LM3481

機能ブロック図

Figure 1 に示すように、検出用抵抗の両端に生じる電圧は、通
常種々のスプリアス・ノイズ・スパイクを含んでいます。このような
スパイクがあると、正常な状態よりも早いタイミングで PWM コンパ
レータによって RS ラッチ回路がリセットされることがあります。スパ
イクによるラッチ回路のリセットを防ぐために、ブランクアウト回路が
内蔵されています。この回路は、ラッチ回路のセット後短時間だ
け、PWM コンパレータによるラッチ回路のリセットを防止する機能
を持っています。この時間は「ブランクアウト時間」と呼ばれ、通
常 250ns であり、「電気的特性」の項では tmin (on) として規定
されています。

機能の説明
LM3481 は、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 方式による電
流モード制御アーキテクチャを採用しています。 代表的なアプリ
ケーション回路では、
外付けした検出用抵抗で、
外付け MOSFET
を流れるピーク電流を検出します。この抵抗の両端に生じた電圧
を ISEN ピンに入力します。この電圧は、レベルがシフトされた後、
PWM コンパレータの正転入力ピンに入力されます。 出力電圧に
ついても、外付けの帰還抵抗で分圧し、その分圧した電圧をエ
ラー・アンプ (EA) の反転入力ピン ( フィードバック・ピン FB) に入
力します。 エラー・アンプの出力信号 (COMP ピン ) は、スロー
プ補償ランプに入力された後、PWM コンパレータの反転入力ピ
ンに入力されます。

ブランクアウト時間の間は外付け MOSFET がオンになりますが、
そ
のとき負荷が極端に軽かったり、あるいは無負荷の状態では、出
力コンデンサに蓄えられるエネルギのほうが、負荷に出されるエネ
ルギよりも大きくなります。このような状態になると、LM3481 に内
蔵されているオーバーボルテージ・コンパレータが働き、出力電圧
がそれ以上上がらなくなります。このオーバーボルテージ・コンパ
レータは、帰還電圧 (FB ピン ) を監視していて、問題の状態にな
ると RS ラッチ回路をリセットします。ラッチ回路は、出力が公称
値に下がるまでリセット状態のままです。このため、軽負荷では動
作周波数が低下し、優れた効率が得られます。

スイッチング・サイクルが始まるときに毎回、発振器はセット / ブラ
ンクアウト回路とスイッチ・ロジック回路を使用して RS ラッチ回路を
セットします。これにより、DR ピン ( 外付け MOSFET のゲート )
にハイ・レベルの信号が印加され、外付け MOSFET がオンにな
ります。 PWM コンパレータの正転入力ピンの電圧が反転入力ピ
ンの電圧を超えると、RS ラッチ回路がリセットされ、外付け
MOSFET がオフになります。
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LM3481

機能の説明 ( つづき)

FIGURE 1. Basic Operation of the PWM comparator
Vsamp の立ち上がりスロープ M1 と立ち下がりスロープ− M2 もま
た、それぞれ、インダクタ電流の立ち上がりスロープ Mon と立ち
下がりスロープ− Moff に比例します。ここで、Mon はスイッチオン
期間中のインダクタ・スロープであり、− Moff はスイッチオフ期間
中のインダクタ・スロープです。この 2 つのスロープは、M1 およ
び− M2 と次式の関係があります。

オーバーボルテージ保護 (OVP)
LM3481 は出力電圧に対するオーバーボルテージ保護 (OVP) 機
能を備えています。 OVP はフィードバック・ピン (FB) で検出され
ます。フィードバック・ピンの電圧が VFB ＋ VOVP を越えると、OVP
機能にトリガがかかります。VFB および VOVP のリミット値は、
「電
気的特性」に記載されています。

M1 ＝ Mon × RSEN

OVP 機能にトリガがかかると駆動ピン (DR) は Low になり、
パワー
MOSFET を強制的にオフにします。 MOSFET のオフにより出力
電 圧は低 下します。その後 帰 還 電 圧が VFB ＋ (VOVP −
VOVP(HYS)) を下回ると、LM3481 は再びスイッチングを開始しま
す。 VOVP (HYS) のリミット値は「電気的特性」に記載されてい
ます。

− M2 ＝− Moff × RSEN
昇圧回路の場合は次のようになります。
Mon ＝ VIN / L
− Moff ＝ (VIN − VOUT)/L

LM3481 の内部バイアスは、ブロック図に示す内部バイアス電圧
ジェネレータから供給されるか、または VIN ピンの電圧から直接
取り込まれます。6V 未満の入力電圧では入力電圧が IC 内部バ
イアスになり、6V 以上の電圧では LM3481 の内部バイアス電圧
ジェネレータがバイアスを供給します。

M1 ＝ [VIN/L] × RSEN
− M2 ＝ [(VIN − VOUT)/L] × RSEN
M2 ＝ [(VOUT − VIN)/L] × RSEN
電流モード制御は、Figure 2 に示すように、デューティ・サイクル
が 50％を上回るときに動作が不安定になります。ここで、制御信
号のスロープ MC はゼロとなります。 Figure 2 では、負荷電流が
わずかに増加することにより、サンプリングした信号がΔVsamp0 だ
け増えています。 最初のスイッチング・サイクルの終わりでのこの
ような負荷の変化による影響 ΔVsamp1 は次の式で表されます。

スロープ補償ランプ
LM3481 は電流モード制御方式を採用しています。 電流モード
制御の主な長所としては、サイクルごとに電流制限が掛けられる
スイッチ固有の特長のほかに、制御ループの特性がより単純にな
る点が挙げられます。電流モード制御を用いると電流分散が自動
化されるため、パワー段をいくつか並列に接続することも簡単で
す。ただし、下記に示すようなスロープ補償ランプを追加してい
ないと、デューティ・サイクル D が 50% を上回ったときに動作が
不安定になります。

この式を計算すると、D ＞ 0.5 のときΔVsamp1 がΔVsamp0 より大
きくなります。言い換えると、不安定さが収束しません。したがっ
て、負荷がほんのわずかでも変動すると不安定さが増すことにな
ります。 乱された信号を確実に収束させるためには、次式の条
件を守る必要があります。

電流モード制御方式では、インダクタ電流 IL をサンプリングし、サ
ンプリングした信号 Vsamp を内部生成の制御信号 Vc と比較しま
す。 Figure 5 に示すように、電流検出用抵抗 RSEN は、サンプ
リングされたインダクタ電流 IL を電圧信号 Vsamp に変換します。
この電圧信号は次式に示すように IL に比例します。
Vsamp ＝ IL × RSEN
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LM3481

機能の説明 ( つづき)

FIGURE 2. Sub-Harmonic Oscillation for D>0.5

FIGURE 3. Compensation Ramp Avoids Sub-Harmonic Oscillation
このサブハーモニック発振を防ぐため、Figure 3 に示すように制御
信号に補償ランプが加算されています。
補償ランプも考慮すると、ΔVsamp1 および収束条件は次の式にな
ります。

FIGURE 4. Additional Slope Compensation Added
Using External Resistor RSL
ここで、
LM3481 は補償ランプ回路を内蔵しています。この補償ランプの
スロープは、ほとんどのアプリケーションに合うよう選ばれていま
す。 内部補償ランプのスロープは、その周波数によって異なりま
す。このスロープは次の式で計算できます。

ΔVSL ＝ K × RSL
通常は K ＝ 40μA ですが、スイッチング周波数の変化に応じて、
わずかに変動します。 Figure 6 に、スイッチング周波数を変えた
ときに電流 K が ΔVSL に与える影響と RSL のそれぞれの値を示
します。

MC ＝ VSL × fS
上の式の VSL は内部補償ランプの振幅です。fS はコントローラの
スイッチング周波数です。 VSL のリミット値は「電気的特性」に
規定されています。

抵抗 RSL によるΔVSL を考慮したスロープ補償ランプ MC を求め
るためのより一般的な式は次のとおりです。
MC ＝ (VSL ＋ΔVSL) × fS

汎用性を高めるため、必要に応じて外部から補償ランプのスロー
プを高くできるしくみが内蔵されています。このしくみは特許取得
済みです。 外付け抵抗 RSL (Figure 5 に示す ) を 1 個追加する
だけで、Figure 4 に示すように、補償ランプの振幅が大きくなりま
す。

www.national.com/jpn/
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周波数設定 / 外部同期 / シャットダウン

設計の指針としては、サブハーモニック発振を防止するために必
要なだけのスロープ補償を追加してください。スロープ補償を追
加することで、制御ループでの検出電流の影響を最小限に抑え
ることができます。スロープ補償が非常に大きい場合、制御ルー
プの特性は、誤差電圧をインダクタ電流ではなくのこぎり状波形と
比較する電圧モードのレギュレータとほぼ同じです。

LM3481 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用する
ことにより、100kHz から 1MHz の間で調整できます。この抵抗
は、Figure 7 に示すように FA/SYNC/SD ピンとグラウンドの間に接
続する必要があります。 抵抗値とスイッチング周波数の関係につ
いては、「代表的な性能特性」を参照してください。
また、次式から、周波数設定抵抗を見積もることもできます。
ここで、fS の単位は kHz、RFA の単位は kΩです。

LM3481 は外部クロックに同期させることも可能です。外部クロッ
クは、Figure 8 に示すように FA/SYNC/SD ピンとグラウンドの間に
接続する必要があります。周波数設定抵抗は信号を同期させて
いる間も接続状態を保持できるため、信号損失があった場合、周
波数設定抵抗によってスイッチング周波数が設定されます。
また、外部同期パルスの幅は、コンバータのデューティ・サイクル
より狭くなくてはなりません。さらに、外部同期パルスの幅は 300ns
以上必要です。
FA/SYNC/SD ピンはシャットダウン・ピンの機能も兼ねています。
ハイ・レベルの電圧が FA/SYNC/SD ピンに印加されている間は、
スイッチングが止まり、低電流モードになります ( 「ハイ・レベル」
の定義については「電気的特性」を参照してください )。この
状態になると、デバイスの総消費電流は通常 5μA になります。
Figure 9 と Figure 10 はそれぞれ周波数設定モードと外部同期
モードで動作し、シャットダウン機能を実現する回路例です。 周
波数設定モードでは、FA/SYNC/SD ピンをグラウンドに接続する
と、指定の周波数でクロックが強制的に動作します。このピンを
ハイにすると、LM3481 はシャットダウン状態になります。 周波数
設定モードまたは外部同期モードでは、ハイ・レベルの電圧が
30μs より長く印加されると、シャットダウン状態になります。

FIGURE 5. Increasing the Slope of the Compensation
Ramp

FIGURE 6. ΔVSL vs RSL
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機能の説明 ( つづき)

LM3481

機能の説明 ( つづき)

FIGURE 7. Frequency Adjust

FIGURE 8. Frequency Synchronization

FIGURE 9. Shutdown Operation in Frequency Adjust Mode

FIGURE 10. Shutdown Operation in Synchronization Mode
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アンダーボルテージ・ロックアウト (UVLO) ピン
UVLOピンにより、イネーブル・スレッショルドおよびシャットダウン・
スレッショルドを設定できます。UVLO ピンは内部基準電圧 1.43V
(typ 値 )と比較され、分圧抵抗はイネーブル・スレッショルド VEN
を設定します。IC がイネーブルになると、UVLO ピンから 5μA の
電流が供給され、これによりヒステリシスが効果的に発生します。
これで UVLO シャットダウン・スレッショルド VSH がイネーブル・ス
レッショルドより低くなります。これらのスレッショルドを設定するに
は、2 つの抵抗、つまり、VIN ピンと UVLO ピンの間に接続され
た抵抗と、UVLO ピンと GND の間に接続された抵抗が必要で
す (Figure 11 を参照 )。 所望のイネーブル・スレッショルド電圧
VEN および UVLO シャットダウン・スレッショルド電圧 VSH を選択
し、次式を使用して抵抗値を決定します。

短絡保護
検出用抵抗の両端の電圧 (ISEN ピンで測定 ) が 220mV を超え
ると、短絡時の電流制限回路が働きます。 LM3481 に内蔵され
ているコンパレータによりスイッチング周波数が 8 分の 1 に下がり、
短絡状態が解除されるまでこの状態が続きます。

FIGURE 11. UVLO Pin Resistor Divider

代表的なアプリケーション
2 番目のサイクルでは、MOSFET Q がオフになるため、ダイオード
に順方向バイアスが掛かります。インダクタに蓄えられていたエネ
ルギが負荷と出力コンデンサに出されます。この 2 つのサイクル
の比により出力電圧が決まります。 出力電圧は次のように定義さ
れます。

LM3481 は連続モードでも不連続モードでも利用できます。 以下
にいくつか解説する回路例は、連続モードでの動作を目的として
います。 連続モードのほうが不連続モードに比べて効率が良く、
EMI 特性も低い性質があります。

昇圧変換器
LM3481 は昇圧回路 (「ブースト回路」「ステップアップ回路」と
も言う ) に使用するのが最も一般的です。 昇圧回路とは、入力
電圧よりも高い電圧を出力する回路のことです。 昇圧レギュレー
タの基本回路を Figure 12 に示します。連続モード ( 定常状態で
はインダクタ電流がゼロにならない ) の場合、昇圧レギュレータは
2 回のサイクルで作動します。最初のサイクルでは、MOSFET Q
がオンになり、エネルギがインダクタに蓄えられます。このサイクル
の間、ダイオード D1 には逆方向バイアスが掛かるため、負荷電
流は出力コンデンサ COUT から供給されます。

上の式は MOSFET とダイオードの電圧降下分については無視し
ています。それも考慮すると次のようになります。

D はスイッチのデューティ・サイクル、VD1 はダイオードの順方向
電圧降下、VQ は MOSFET オン時の電圧降下です。以下の各
項では、昇圧変換器に使用する各種部品の選択について述べ
ます。

13
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UVLO ピンの機能を必要としない場合は、R8 と R7 を等価で、
100 kΩより大きい抵抗値にします。これにより、VIN は UVLO ス
レッショルドの制御下に置かれます。また、UVLO ピンを使ってリ
モート・イネーブル / ディスエーブル機能を実現することも可能で
す。 UVLO ピンに 1.43V (typ 値 ) スレッショルドを下回る電圧が
印加された場合は、コンバータはディスエーブルになります。

機能の説明 ( つづき)

LM3481

代表的なアプリケーション ( つづき)

FIGURE 12. Simplified Boost Converter Diagram (a) First cycle of operation. (b) Second cycle of operation
インダクタンスの適正値を決める重要な要素は IL ( 平均インダクタ
電流 )、ΔiL ( ピーク・インダクタ電流と平均インダクタ電流間のイ
ンダクタ電流リップル差 ) です。ΔiL が IL より大きい場合は、イン
ダクタ電流は当該サイクルのどこかでゼロまで下がるため、昇圧変
換器は不連続モードで作動します。ΔiL が IL より小さい場合は、
常にインダクタ電流がゼロより高いため、連続モードで作動しま
す。 本データシートで検討している例はすべて連続モードでの動
作を前提としています。 連続モード動作の場合は、次の各条件
を満足する必要があります。

パワー・インダクタの選択
昇圧変換器ではエネルギ蓄積用部品を 2 つ使用します。その 1
つがパワー・インダクタです。 Figure 13 を見ると、パワー・インダ
クタに流れる電流がスイッチング・サイクルの間にどのように変化す
るかがわかります。インダクタに流れる電流は一般に次の式で表
されます。

IL ＞ ΔiL

L の最小値を決めるときは IOUT の最小値を選んでください。2 ×
ΔiL については IL の 30％にするのが一般的です。インダクタの
コア・サイズの適正値を決めるには、インダクタを流れる平均電流
とピーク電流の予測値を計算する必要があります。 昇圧変換器
の場合は次のようになります。

IL_peak ＝ IL (max) ＋ΔiL (max)

コア・サイズについては、これらの値よりも大きな定格のものを選ん
でください。これらの値を満足しない定格のコアを選ぶと飽和する
ため、全体の効率が著しく低下します。
LM3481 のスイッチング周波数はきわめて高く設定できます。スイッ
チング周波数が高ければ、インダクタの値がかなり小さくても昇圧
変換器は動作します。インダクタの値が小さい場合は、ピーク・イ
ンダクタ電流値が出力電流よりもかなり大きくなることがあり、特に
負荷が軽いときにその傾向が顕著です。

FIGURE 13. a. Inductor current b. Diode current c.
Switch current
VL(t) が定数の場合は、diL(t)/dt も必ず定数です。したがって、
入力電圧も出力電圧も一定であるとすれば、インダクタに流れる
電流は一定の割合で変化します。
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LM3481 はスイッチに流れる電流のピーク値を監視しています。ス
イッチに流れるこのピーク電流は、上の式で計算したピーク電流と
同じです。
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スイッチを流れる電流のピーク値はインダクタを流れる電流のピー
ク値と同じです。

出力電圧と出力電流の設定
出力電圧は、Figure 14 に示すように、出力ピンとフィードバック・
ピンの間に接続した抵抗分圧回路により設定可能です。 分圧に
用いる各抵抗値については、フィードバック・ピンに入力される電
圧が 1.275V になるように選んでください。RF1、RF2 の各値は次
の式で求められます。

Isw(peak) ＝ IL(max) ＋ΔiL
したがって、昇圧変換器の場合は次のようになります。

この 2 つの式を合わせると、RSEN は次の式で表せます。
フィードバック・ピンとグラウンド・ピンの間に 100pF コンデンサを接
続するとノイズが減らせます。
出力できる最大電流値は電流検出用抵抗RSENで制御できます。
この電流検出用抵抗の両端に生じる電圧が電流検出スレッショ
ルド電圧 VSENSE に等しくなると電流制限が働きます。VSENSE の
リミット値は「電気的特性」に規定されています。次の式で表せ
ます。

VIN の最大値と最小値で RSEN を計算し、最小の RSEN を選択
します。

FIGURE 14. Adjusting the Output Voltage

スロープ補償の追加による電流制限

パワー・ダイオードの選択

Figure 5 に示すようにスロープ補償用の外付け抵抗を使用する
と、内部制御信号が変更され、電流制限値が変化します。

昇圧変換器の動作を見るとわかるとおり、パワー・ダイオードを流
れる平均電流は平均負荷電流と同じです。 同様に、パワー・ダ
イオードを流れるピーク電流は、パワー・インダクタを流れるピーク
電流と同じです。パワー・ダイオードを選ぶときは、インダクタを実
際に流れるピーク電流値よりも大きな電流定格を持つものにしてく
ださい。 パワー・ダイオードに流れるピーク電流値は次の式で計
算できます。

RSL を使用すると、既存のスロープ補償が強化されます。このと
きのコマンド電圧 VCS は次の式で与えられます。
VCS ＝ VSENSE −ΔVSL
ここで、VSENSE は「電気的特性」の項に定義されているパラ
メータです。ΔVSL は「スロープ補償ランプ」の項に示したスロー
プ補償の増加分です。これによって RSEN の式は次のように変わ
ります。

ID(Peak) ＝ [IOUT/ (1 − D)] ＋ΔiL
上の式で、IOUT は出力電流です。ΔiL は Figure 13 に規定され
ています。
昇圧変換器の逆方向電圧のピーク値は、レギュレータの出力電
圧と同じです。この逆方向電圧のピーク値に耐えるパワー・ダイ
オードを選ばなければなりません。 効率を上げるには、順方向電
圧降下の低いショットキ・ダイオードを推奨します。

前述したようにΔVSL ＝ RSL × K なので、RSL を使用して電流制
限を設定する方法もあります。 設計によっては、RSL を使用して
ノイズをフィルタし、ISEN ピンのノイズを抑えることもできます。

15
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Isw(peak) × RSEN ＝ VSENSE

代表的なアプリケーション ( つづき)

LM3481

代表的なアプリケーション ( つづき)

この式で計算される実効電流値に耐える入力コンデンサを選ぶ
必要があります。昇圧変換器では、入力コンデンサはそれほど重
要ではありませんが、値が小さいとインピーダンスの相互作用を生
む場合があります。したがって、100μF 〜 200μF の範囲の良質
のコンデンサを選ぶ必要があります。100μF より小さい値を使用
すると、インピーダンスの相互作用にからむ問題またはスイッチン
グ・ノイズが LM3481 の動作に影響するおそれがあります。特に
VIN が 8V 未満のときの性能を改善するために、入力端に 20Ω
の抵抗を接続して RC フィルタを作っておくことを推奨します。この
抵抗は、VIN ピンに直列に接続します。VIN ピンに直接接続する
のはバイパス・コンデンサだけです (Figure 15 を参照 )。この回
路には 0.1μF 〜 1μF のセラミック・コンデンサが必要です。 大き
な入力コンデンサおよびインダクタは、
この抵抗の反対側で入力電
源に接続します。

パワー MOSFET の選択
LM3481 の駆動ピン DR は、外付け MOSFET のゲートに接続し
てください。昇圧回路にするときは、
外付けのNチャネルMOSFET
のドレインをインダクタに接続し、ソースをグラウンドに接続します。
駆動ピン電圧 VDR は入力電圧によって異なります。 詳細につい
ては、「代表的な性能特性」を参照してください。ほとんどのア
プリケーションでは、ロジック・レベルの MOSFET が利用できま
す。ただし入力電圧が極めて低い場合は、サブロジック・レベル
の MOSFET を使います。
MOSFET に何を選ぶかによって効率が大きく左右されます。
MOSFET を選ぶときに注意すべき項目を次に示します。
1. 最小スレッショルド電圧 VTH(MIN)
2. オン抵抗 RDS(ON)
3. 全ゲート電荷量 Qg
4. 逆方向伝達キャパシタンス CRSS
5. ドレイン - ソース間最大電圧 VDS(MAX)

FIGURE 15. Reducing IC Input Noise

MOSFET のオフ状態電圧はおおよそ出力電圧に等しくなります。
MOSFET の VDS(MAX) については出力電圧よりも高いものを選ば
なければなりません。 MOSFET における電力損失を分類すると、
1 つは導通損失であり、もう1 つはスイッチング損失すなわち遷移
損失です。導通損失を概算するには RDS(ON) の値を知る必要が
あります。導通損失 PCOND とは、MOSFET のピン間抵抗値とそ
こを流れる電流値によって計算される電力量のことです。最大導
通損失は次の式で計算できます。

昇圧変換器では、インダクタにエネルギが蓄積されている間は、
すべての出力電流が出力コンデンサから供給されます。その結
果、非常に大きなリップル電流が生じます。 出力コンデンサは、
最大実効電流値に耐えるものを選ぶ必要があります。出力コンデ
ンサにおける実効電流値は次の式で計算されます。

DMAX は最大デューティ・サイクルです。

ここで、

出力コンデンサの選択

デューティ・サイクル D は (VOUT − VIN)/VOUT と同じです。

スイッチング周波数が高いと、総損失のかなりの部分をスイッチン
グ損失が占める可能性があります。

出力コンデンサの ESR および ESL は出力リップルに大きく影響し
ます。 高効率かつ低リップル電圧を実現するには、低 ESR、低
ESL、コンデンサを何個か出力部に使用します。出力部には、表
面実装型タンタル・コンデンサ、表面実装型高分子電解コンデン
サ、表面実装型高分子タンタル・コンデンサ、OS コン ( 三洋電
子部品 )、または積層セラミック・コンデンサのいずれかを推奨し
ます。

しかし、MOSFET の寄生容量は動作時に変動するため、スイッ
チング損失の算出は非常に困難です。 多くの場合、個々の
MOSFET のデータシートに記載されている情報では、十分な成果
を得ることはできません。 次の式により、スイッチング損失を概算
できます。

レイアウト・ガイドライン
LM3481 などのスイッチング・コントローラでは、良好な基板レイア
ウトが重要です。 第 1 に、グラウンド・パターン領域は放熱の目
的を十分に果たすことのできる広さである必要があります。 第 2
に、スイッチング・ノイズの影響を低減するための適切な基準に
従っている必要があります。スイッチ・モード・コンバータは、きわ
めて高速なスイッチング・デバイスです。このようなデバイスでは、
入力電流の急激な増加と配線の寄生インダクタンスが相まって、
不要な Ldi/dt ノイズ・スパイクが発生します。このノイズの大きさ
は出力電流が増加するにつれて大きくなる傾向があります。寄生
スパイク・ノイズは不要な電磁放射 (EMI) を招く場合があり、また
チップ性能に問題を与えるときがあります。したがって、このスイッ
チング・ノイズの影響を最小限に抑えるために注意が必要です。
電流モード・デバイスでの電流検出回路は、スイッチング・ノイズ
の影響を容易に受ける可能性があります。このノイズは、スペク
トル・ノイズの増大につながるデューティ・サイクル・ジッタを引き起
こすことがあります。このノイズを無視するため、LM3481 では各

入力コンデンサの選択
昇圧変換器の入力部にはインダクタを使用するため、入力電流
の波形は Figure 13 に示したような連続三角波になります。このイ
ンダクタにより、入力コンデンサに生じるリップル電流がかなり小さ
くできます。ただし、入力コンデンサを小さくするほど入力リップル
は大きくなります。 入力コンデンサにおける実効電流値は次の式
で計算されます。
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サイクルの先頭に 250ns のブランキング時間を設けていますが、
ブ
ランキング時間後もある程度のノイズが残留することがあります。

入力のセラミック・コンデンサは、できる限りVin ピンの近くで接続
し、GND ピンの近くで接地する必要があります。

レイアウトで最も重要なルールは、AC 電流ループをできるだけ小さ
くすることです。 Figure 16 に昇圧変換器の電流の流れを示しま
す。 一番上の回路図にはオン状態のときの電流の流れを、真ん
中の回路図にはオフ状態のときの電流の流れを点線で示してい
ます。 一番下の回路図には、AC 電流と見なす電流を示してい
ます。 AC 電流はごく短時間で電流が変化するので最も重要で
す。一番下の回路図で点線で示す部分はできるだけ短くしてくだ
さい。

レイアウトの例については、アプリケーション・ノート1204 を参照し
てください。スイッチ・モード電源のレイアウトについては、アプリ
ケーション・ノート1229 を参照してください。

補償
昇圧回路の補償ピンに接続する適切な補償部品を選択するた
めの方法については、アプリケーション・ノート1286 を参照してく
ださい。エラー・アンプ DC ゲイン AEA を計算する場合、LM3481
では ROUT ＝ 152kΩになります。

FIGURE 16. Current Flow In A Boost Application
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PGND ピンと AGND ピンは、IC の近くにある同じグラウンドに接
続する必要があります。グラウンド・ループ電流を防ぐため、シス
テムのすべてのグラウンドの接続は 1 点だけにします。

代表的なアプリケーション ( つづき)

LM3481

LM3481 を使用した SEPIC の設計

パワー MOSFET の選択

LM3481 はローサイド N チャネル MOSFET を制御できるため、
SEPIC (Single Ended Primary Inductance Converter) アプリケー
ションにも使用できます。LM3481 を用いた SEPIC の例を Figure
17 に示します。Figure 17 に示すように、出力電圧は入力電圧よ
りも高くも低くもできます。 SEPIC では入力電圧の昇圧 ( ステップ
アップ ) または降圧 ( ステップダウン ) にインダクタを 2 個使用しま
す。スイッチング・サイクルの間、インダクタ L1、L2 のどちらにも
等しい電圧が加わります。したがって、インダクタ L1、L2 には、
ディスクリート形のインダクタを 2 個使用でき、1 個の結合トランス
に含まれている巻線インダクタも2 個使用できます。ディスクリート・
インダクタが使用できるのは、特注トランスではなくカタログ品の磁
性体が使用できることです。 L1 と L2 にトランス結合巻線を使用
すると、大きさはもちろんですが入力リップルも小さくできます。

昇圧変換器と同じように、MOSFET を選ぶときに注意すべき項目
は、最小スレッショルド電圧 VTH(MIN)、オン抵抗 RDS(ON)、全
ゲート電荷量 Qg、逆方向伝達キャパシタンス CRSS、
ドレイン - ソー
ス間最大電圧 VDS(MAX) です。SEPIC でのピーク・スイッチ電圧
は次の式で計算されます。
VSW(PEAK) ＝ VIN ＋ VOUT ＋ VDIODE
次の条件を満足する MOSFET を選ぶ必要があります。
VDS(MAX) ＞ VSW(PEAK)
ピーク・スイッチ電流は次の式で計算されます。

SEPIC では入力部にインダクタ L1 を接続するため、昇圧変換器
の利点がすべてそのまま活かせます。 SEPIC が昇圧変換器より
もすぐれている主な理由の 1 つは、回路構成からも明らかなよう
に、入力と出力が絶縁されていることです。コンデンサ CS は、入
力と出力を絶縁する働きをするほかに、負荷の短絡および負荷の
障害に対する保護にもなっています。したがって、完全にシャット
ダウンする必要がある場合は、昇圧回路に代えて SEPIC を用い
るのが便利です。「完全にシャットダウンする」のは、スイッチが
オフのときに出力電圧が 0V まで下がることを言います。 昇圧変
換器の出力電圧は ( 入力電圧−ダイオードの電圧降下分 )までし
か下がりません。

ここで、ΔIL1 および ΔIL2 は、それぞれインダクタ L1 とインダクタ
L2 のピーク・ツー・ピーク・インダクタ・リップル電流です。
スイッチを流れる実効電流値は次の式で計算されます。

パワー・ダイオードの選択

SEPIC のデューティ・サイクルは次の式で計算されます。

実際に生じるピーク電流およびピーク逆方向電圧に耐えるパワー・
ダイオードを選ぶ必要があります。 SEPIC では、ダイオードのピー
ク電流はスイッチのピーク電流と同じです。ダイオードのオフ状態
電圧またはピーク逆方向電圧は VIN ＋ VOUT です。昇圧変換器
と同じように、ダイオードの平均電流は出力電流と同じです。ダイ
オードにはショットキ・ダイオードを推奨します。

上の式で、VQ は MOSFET Q1 のオン状態電圧、VDIODE はダイ
オードの順方向電圧降下です。

FIGURE 17. Typical SEPIC Converter
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検出用抵抗の選択

インダクタ L1 および L2 の選択

スイッチを流れるピーク電流 ISWPEAK は、電流検出用抵抗 RSEN
で調節すると任意の値に設定できます。 抵抗 RSEN は次の式で
計算できます。

定電流モードが維持されるようにインダクタL1、L2 を正しく選ぶに
は、次の各値を計算する必要があります。
平均インダクタ電流値

SEPIC コンデンサの選択
SEPIC コンデンサ CS に何を選ぶかは実効電流値によって異なり
ます。SEPIC コンデンサの実効電流値は次の式で計算されます。

IL2AVE ＝ IOUT
コア損失の計算に必要な場合、次の式でリップル電流のピーク・
ツー・ピーク値を求めてください。

SEPIC コンデンサは、出力電力のわりに大きな交流実効電流値
に耐える定格のものを選ぶ必要があります。このような性質がある
ため、SEPIC が特に向いているアプリケーションとしては、SEPIC
コンデンサを流れる実効電流値が小さい低電力回路が挙げられ
ます。 SEPIC コンデンサの電圧定格は最大入力電圧よりも高くな
ければなりません。タンタル・コンデンサは、小さいわりに実効電
流定格が高いので SMT に最適です。セラミック・コンデンサも使
用できますが、容量が小さいため、大電流が流れたときにコンデ
ンサの両端に生じる電圧が大きく変動する傾向があります。大容
量のセラミック・コンデンサは高価です。スルーホール基板には電
解コンデンサが向いています。ただし、電解コンデンサは寸法が
大きいため、必要な大きさの電解コンデンサを実装できるだけの
広さを持つ基板を使用しなければなりません。 CS と L1 はエネル
ギ状態が平衡しています。その性質を用いて SEPIC コンデンサ
の値を求められます。エネルギ平衡を表す基本的な式は次のよう
になります。

連続モードでの動作が保証されるよう IL ＞ ΔIL/2 の条件を維持
すると、L1 および L2 の最小値は次のようになります。

ピーク・インダクタ電流 ( インダクタが飽和しないことを保証するた
め ):
ここで、

上の式は SEPIC コンデンサの両端に生じるリップル電圧です。
IL1PK は、電流検出用抵抗によって決まる最大電流定格よりも低
くなければなりません。
L1 の値を最低推奨値よりも高くすると、入力リップルと出力リップ
ルがともに減らせます。ただし、ΔIL1 が IL1AVE の 20％を下回る
と、出力リップルに対する効果も最小になります。

この式はインダクタ L1 を流れるリップル電流です。 先に示した、
エネルギ平衡の方程式を解くと、次式に示す CS の最小値が求
められます。

L2 の値を最低推奨値よりも高くすると、ΔIL2 が減らせるため、次
の式で計算される出力リップル電圧も減ることになります。

ESRは出力コンデンサの実効直列抵抗値 ( 等価直列抵抗値 ) で
す。
L1と L2 を同じコアに巻き付ける場合は L1 ＝ L2 ＝ L です。イン
ダクタンス値を 2L に置き換えれば、上の式はすべて有効です。
巻 数の等しいトランスとしては、Coiltronics CTX シリーズの
Octopack を推奨します。

19

www.national.com/jpn/

LM3481

LM3481 を使用した SEPIC の設計 ( つづき)

LM3481

バイパス・コンデンサだけです (Figure 15 を参照 )。この回路に
は 0.1μF 〜 1μF のセラミック・コンデンサが必要です。 大きな入
力コンデンサおよびインダクタは、この抵抗の反対側で入力電源
に接続します。

入力コンデンサの選択
昇圧変換器と同じように、SEPIC の入力部にもインダクタを使用し
ます。したがって、入力電流の波形は連続三角波になります。こ
のインダクタにより、入力コンデンサに生じるリップル電流がかなり
小さくできます。ただし、入力コンデンサを小さくするほど入力リッ
プルは大きくなります。 入力コンデンサにおける実効電流値は次
の式で計算されます。

出力コンデンサの選択
昇圧変換器の出力コンデンサと同じように、SEPIC の出力コンデ
ンサにもかなり大きなリップル電流が流れます。 出力コンデンサを
流れる実効電流値は次の式で計算されます。

この式で計算される実効電流値に耐える入力コンデンサを選ぶ
必要があります。SEPIC では、入力コンデンサはそれほど重要で
はありませんが、値が小さいとインピーダンスの相互作用を生むこ
とがあります。したがって、100μF 〜 200μF の範囲の良質のコ
ンデンサを選ぶ必要があります。 100μF より小さい値を使用する
と、インピーダンスの相互作用にからむ問題またはスイッチング・ノ
イズが LM3481 の動作に影響するおそれがあります。 特に VIN
が 8V 未満のときの性能を改善するために、入力端に 20Ωの抵
抗を接続して RC フィルタを作っておくことを推奨します。この抵抗
は、VIN ピンに直列に接続します。VIN ピンに直接接続するのは

出力コンデンサの ESR および ESL は出力リップルに大きく影響し
ます。 高効率かつ低リップル電圧を実現するには、低 ESR、低
ESL、コンデンサを何個か出力部に使用します。 低リップルを実
現したいときは、出力部に、表面実装型タンタル・コンデンサ、表
面実装型高分子電界コンデンサ、表面実装型高分子タンタル・
コンデンサ、OS コン ( 三洋電子部品 )、または積層セラミック・コ
ンデンサのいずれかを推奨します。

その他のアプリケーション

FIGURE 18. Typical High Efficiency Step-Up (Boost) Converter
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特記のない限りinches (millimeters)

10-Lead MSOP Package
NS Package Number MUB10A
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